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（１） 

 

このガイドブックに載っている施設の種類は・・・ 

就労移行支援事業                                         

一般就労等を希望し、知識や能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用または

在宅就労等が見込まれる６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、就労のための知

識や技能の訓練を行います。事業所の担当者と目的の確認や計画の設定を行い、働く

ための基礎体力や集中力の向上、就労に必要な技能訓練などが行われます。また、仕

事の適性や課題を見極めるためのプログラムや、一般企業での職場実習等が行われ

ます。就労をした後も、定着するまでの一定期間は必要に応じて、相談やその他の支

援が受けられます。利用期限は２年で、所得によっては利用料がかかります。 

就労継続支援 A型 

一般企業で働くことが難しいが、雇用契約を結んで働きたい、将来の一般就労に向け

て準備をしたいと考えている６５歳未満の方が対象です。支援の内容は、サービス利用

者と事業所が雇用契約を結び、生産活動を行います。労働基準法などの法律の下、最

低賃金が適用されます。また、利用により、一般就労の準備ができた方は、就労支援を

受けることができます。利用期限はありませんが、所得によっては利用料がかかりま

す。 

就労継続支援 B型 

福祉的な就労をしたい方（一般企業で働くことが難しい、就労移行支援や就労継続支

援 A型などを試したがうまくいかない、安心できる環境で生産活動の機会を得たいと考

えている方）が対象です。支援の内容は、事業所に通いながら、さまざまな作業や生産

活動を行います。雇用契約は結ばず、月々の工賃が支給されます。利用により、一般

就労の準備ができた場合は、就労支援を受けることができます。 

利用期限はありませんが、所得によっては利用料がかかります。 

地域活動支援センター 

「日中の居場所がほしい」「地域で活動する仲間がほしい」など、地域における日中活

動の場がほしい人が対象です。支援の内容は、日中に通所し、創作的な活動や生産活

動（工賃を支給する事業所もあります）を行う場を提供しています。また、生活の上での

一般的な相談をすることもできます。 

利用期限や利用料、支援の内容については、それぞれの事業所ごとに異なっているた

め詳しくは市町村、各事業所にお問い合わせください。 

 

生活介護                                                 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作

的活動又は生産活動の機会を提供します。 

基準該当生活介護                                                 

高齢者施設のデイサービスに障害者を受け入れている事業所。主な特徴としては入浴

設備があり、生活介護として利用することができます。 

 

※詳しくは区役所、支所、保健所、障害者基幹相談支援センター、各事業所に   

お問い合わせください。 
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就労支援・日中活動の事業所マップ 

イノベーション 21 

にじいろワーク東茶屋 

シルバーステーション 

まごころ工房 

港つぼみ作業所 

あしたの家 

作業所えがお 

イルカ作業所 

うろじの家 

ヒュッゲおがわのもり 

のんき星 

デイサービス心温 

アイドル作業所 

デイサービスなごみの里 
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あちぇっとほーむ 

センター竜宮 

ラ･プラスデイサービス 

NPO すずめくらぶ 

からし種 

障がいデイセンター愛実 

介護 satsuki 
重度障がい者生活 

パンプキン 

ワークスコーワ 

港ワークキャンパス 

ぷちとまと 

港ジョブトレーニングセンター 

ビーサポート 

第 2 ユニオンワークス 

かもめくらぶ 

デイサービス 

センター咲花 港 しおかぜ作業所 

みらいろ 

作業所きらり 

Azu.ｍ.u 

きぼうⅡ 

ユニオンワークス 

きぼう 
ほまれの家 LIVING 

デイサービスゆうおん 

リサイクル港作業所 

就労支援・日中活動の事業所マップ 
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事業所名：港ジョブトレーニングセンター 
種別 就労移行支援事業 

法人名 社会福祉法人名古屋ライトハウス 

住所 

 

〒455-0831 

名古屋市港区十一屋 1-70-5 

明和寮 

TEL 直通：052-３８３－８８９９ 

代表：052-３８３－４３８１ 

FAX    052-383-4532 

E-mail minato-job@nagoya-

lighthouse.jp 

URL www.lh-meiwaryou.com/ 

営業日 月～金曜日（月１回程度土曜あり） 利用定員 1４名 

営業時間 ９時～１６時（水曜９時～１２時半） 利用者平均年齢 ２1 歳（令和 2年 4 月現在） 

平均工賃 実践訓練あり（平均 1,000 円/月） 利用者男女比 7：3 （令和 2 年 4月現在） 

食費等 

実費負担 

給食の提供（条件により減免あり） 

650 円（減免対象者 230 円） 

最寄の駅・バス停 ・名古屋駅から 

→あおなみ線「稲永駅」徒歩 7分 

・金山駅、築地口駅から 

 →市バス「一州町」徒歩 3 分 

入浴の有無 ― 

送迎の有無 ― 

＜サービス内容＞ 

事業開始１3 年、お一人お一人の「働きたい」思いに

寄り添い、「働ける」までお付き合いしてきました。 

これまでに９0 名以上の方が就職しています☆ 

① ご相談（思いを聞かせてください） 

② 個別プランづくり 

③ 就職前準備をお手伝い 

④ 就職活動のフォロー 

⑤ ☆就職☆ 

⑥ 安心の定着支援（面談、訪問、調整、ＯＢ会等） 

◆◇訓練風景（講座、プログラム）◇◆ 

 

 

 

 

 

 

・カフェの営業や除草作業 

・身だしなみ講座や調理実習 

・スーツ着用 ビジネスマナー講座など 

◆◇安心のバックアップ◇◆ 

明和就労定着支援事業スタート！ 

・制度として定着支援事業を行っており就職された日

から最長 3 年 6 ヶ月間は毎月訪問して一貫したサ

ポートで安心！ 

・仕事で困っていることや、日常生活の乱れによる出

勤不安定など、企業と連携しながら「長く働きたい」

を支援しています。 

 

ホームページ QR コード      

◆新規プログラム拡大中◆ 

ビルメンテナンスでプロも使

う清掃カートを使用した本格

的な清掃プログラム。 

 

他にも LEGO ブロックを教材

にしたプログラムな

ど、魅力ある作業で自

分に合った仕事を見つ

けることができます。 

 



 

（６） 

 

事業所名：ユニオンワークス  
 

種別 就労移行支援事業 

法人名 社会福祉法人 大幸福祉会 

住所 

 

〒455-0046 

名古屋市港区大手町 6-33-3 

TEL (052)652-1001 

FAX (052)652-1010 

E-mail syuurou@unionworks.jp 

URL http://www.unionworks.jp/ 

営業日 月～金（月により土曜日開所有） 利用定員 ６名 

営業時間 サービス提供時間 

平 日 9:00～16:00 

土曜日 9:00～14:00 

利用者平均年齢 ２４歳 

平均工賃 工賃の支給なし 利用者男女比 女性１名 

食費等 

実費負担 

１食 380 円 

 

最寄の駅・バス停 あおなみ線「稲永」徒歩 1０分 

市バス「大手橋」徒歩５分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 あり 

＜訓練内容＞ 

・ＳＳＴやＪＳＴなどの生活・職場技能訓練 

・事務訓練 

  伝票（受注・発注・請求業務）、電話対応など 

  ワード・エクセルなどのＰＣ基本動作 

・軽作業訓練 

  工具の組立・仕分、雑務に必要なスキルなど 

・就労準備 

  面接対応、履歴書の作成、現場実習など 

個人ワーク 

 事務訓練 

グループワーク 

ＳＳＴ・ＪＳＴ訓練など 

事業所アピール 

 

・少数定員の利点を生かし、より個別支援（職業訓練）

に特化したプログラムを用意する事ができます。 

・業務遂行能力には長けているが、ご自宅の立地や、

障がい特性上、通勤や通所に課題をお持ちの方に送

迎サービス（地域限定）を用意しています。もちろ

ん一般就労に向けて通勤訓練も行います。 

・福祉に限らず、民間企業での就労経験がある支援員

を揃えていますので、多様な側面からのアドバイス

や訓練を用意させていただきます。 

 



 

 

（７） 

事業所名：Azu.m.u 
 

種別 就労継続支援A 型事業 

法人名 株式会社Azu.m.u 

住所 

 

〒455-0831 

名古屋市港区 

十一屋二丁目 309番地 

TEL ０５２－３８９－６８８０ 

FAX ０５２－３８９－６８８１ 

E-mail info@azumu.co.jp 

URL ― 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 定員 20人 

営業時間 ９：0０～１8：00 利用者平均年齢 ５０歳 

平均工賃 時給 927円 利用者男女比 男性 21名：女性５名 

食費等 

実費負担 

外部弁当注文される方は、 

並４２０円大盛４７０円 

最寄の駅・バス停 ・あおなみ線「稲永」徒歩 9 分 

・市バス「稲永」徒歩７分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

3 つの部門が稼働しています。全部で 10 種類以上の

作業をしています。 

≪養生部門≫ 

新築現場で使用される養生資材（保護用具）を洗浄し、

組立し、納品し回収を行っています。 

≪検品・加工部門≫ 

主に、車両関係の検査・加工業務を行っています。 

≪ウェルダー部門≫ 

設備にかかるシートや、養生シート等のビニール製

品、工事現場で使用する管理版の加工/製造を行って

います。（高周波ウェルダー使用） 

 

  

 

           

事業アピール 

弊社では部門別に、障がい者（利用者）の中から能力

に応じて管理担当者を選出し、商材の在庫管理、出来

高管理を行っています。 

朝礼では、手話の練習、毎週金曜日には、３S点検（整

理・整頓・清掃）、来客対応としてお茶出しもします。 

施設外就労では、難易度の高い作業を行い、出来高な

どグループでの協調性を身につけます。作業能力に応

じて、就業時間は 4 時間/5 時間/5.5 時間の 3 つの

勤務体制と昇給を導入しています。当社は、バリアフ

リー足の不自由な方、車いすの方も就労できます。 

室内は、部門別で区

切られています。各

部門が混同せずに作

業を行います。 

当社は、定年制

なしです。働く

意欲があれば、

65 歳を過ぎて

も働けます。 

吸音シート貼り 

 

施設外就労は

７時間勤務で

す。就労能力の

高い方は時給

も UPします。 

<その他の仕事> 

・ポリエチレンカ

バーの検品検査 

・パチンコセンサ

ーの検査 

 

<その他の仕事> 

・パネルの型抜き 

・両面テープ貼り 

・市販製品の検査 

 

 

吸音シート貼り 

施設内では種

労能力の高い

方は、５．５

時間勤務も可

能です。 



 

 （８）  

 

種別 就労継続支援 A 型事業 

法人名 株式会社 イノベーション２１ 

住所 

 

〒455-0804 

名古屋市港区当知一丁目 1504 番地 

TEL ０５２−３０４−８９２２ 

FAX ０５２−３０４−８９３３ 

E-mail Info＠innovation21.jp 

URL www.innovation21.jp 

営業日 土日祝日を除く平日（一部土曜日） 利用定員 20 名 

営業時間 9:00〜18:00 利用者平均年齢 ４２．５歳 

平均工賃 時給 927 円～ 利用者男女比 男性４：女性６ 

食費等 

実費負担 

食事無し 

実費負担無し 

最寄の駅・バス停 ・あおなみ線 「名古屋競馬場

前」徒歩１５分 

・名古屋市営バス 「当知三丁

目」徒歩５分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有 

活動内容 

就労継続支援Ａ型イノベーション 21 では、PC 業務や

軽作業（内職作業）、人工芝の販売など幅広く行ってい

ます。 

PC 業務は少なくなっていますが、その分作業は、種類

も多く多様なものを扱うことが出来ています。メーカ

ー様からの直接依頼による商品のセットアップ作業、

ギフトボックス作成やガチャガチャなどおもちゃの検

品などなど手作業が必要な業務全般を行っています。 

最近では、人工芝のカットや販売、実際の施工作業など

も行っています。 

  

 

事業アピール 

開所５年を経過し、仕事量も安定してきました。 

PC 業務についても作業系の業務についても、クライア

ント様からの仕事依頼も順調で、今後更に拡大していき

たいと思っています。 

当社の企業理念でもありますが、一般就労を更に増やす

ためにも、所内での長時間勤務や施設外就労を積極的に

取り入れています。 

未経験の方でも、業務毎の指導を随時行っていますの

で、安心して取り組めますよ。 

 

事業所名：イノベーション２１ 

 

 



 

（９） 

 
事業所名：にじいろワーク東茶屋 

種別 就労継続支援A 型事業 

法人名 社会福祉法人愛港福祉会 

住所 

 

〒455-0851 

名古屋市港区東茶屋二丁目 401 番地の１ 

 

TEL 052-398-5263／052-355-9812 

FAX 052-355-9813 

E-mail  

URL  

営業日 月～金・祝日（土日は完全休み） 利用定員 １５名 

営業時間 9:00～16:00 利用者平均年齢  

平均工賃 時給 92７円（最低賃金保障） 利用者男女比  

食費等 

実費負担 

１食当たり７００円 

(食事提供体制加算 該当)の方は２５０円 

最寄の駅・バス停 ・市バス「西茶屋荘」 

徒歩 1分 

・市バス「南陽交通公

園」徒歩 3分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有 

〈活動内容〉 

併設されている特養でのシーツ交換及び居室の掃除等、

施設内外の環境整備が主な仕事となります。その他、特

養の入居者様の洗濯に関わる業務全般(回収・たたみ・配

布)を行います。 

指導員が優しく丁寧に指導していきますので、初めての

方も安心してお仕事して頂けます。 

  

 

〈事業アピール〉 

特別養護老人ホーム東茶屋御苑の施設

内外環境整備を主な仕事としており、居

室・フロア掃除・シーツ交換、特養の入

居様の洗濯などを行っています。 

介護職員さんがよりよい介護ができる

ように、私たちができる範囲内でのお手

伝いをしています。 

入居者の方々から「ありがとう」や「き

れいになったね」等のお礼の言葉をいた

だいたり、笑顔を見せていただくことで

私たちも元気をもらっています。 

当事業所は、バス停からも近く、通勤に

も便利です。 

 

作業室の様子 

この場所で洗濯物やタオルを畳む作業を行います。 

 

食事提供 

玄関 外観 
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事業所名：パンプキン 

種別 就労継続支援 A 型事業 

法人名 株式会社マリンハート 

住所 

 

〒455-0015 

名古屋市港区港栄 1-1-22 

新港栄荘 106 

TEL ０５２－３０４－８１９６ 

FAX ０５２－３０４－８２４３ 

E-mail marinheart@hb.tp1.jp 

URL グーグルにて、検索ください。 

【パンプキン 名古屋市港区】 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 定員 20 人 

営業時間 8：3０～１6：3０ 利用者平均年齢 48. 2 歳 

平均工賃 時給 9２７円（最低賃金保障） 利用者男女比 男性８名：女性１８名 

食費等 

実費負担 
なし 

最寄の駅・バス停 ・地下鉄「港区役所」徒歩２分 

・市バス「港区役所」徒歩３分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

＜活 動 内 容＞ 

生産活動その他の活動の機会の提供 

【雇用契約に基づく】 

①手袋の検品・仕分けなど内職 

②施設外での就労 

・特養でのベッドメイキング 

  ・ブルーボネットでの清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事 業 ア ピ ー ル＞ 

○  当事業所では、利用者の障害特性や状況

を考慮し、「軽作業 + 施設外での清掃業務」

といった多種多様な仕事を経験していたく

よう工夫しています。これによって一般就

労に向けた知識、能力を高めていただき、

一般就労移行に向けて支援します。 

(雇用契約有り・最低賃金保障) 

○  当事業所は、地下鉄駅から徒歩２分とい

う、通勤にも便利な場所に位置しています。 

ベッドメイキング 

軍手の検品・仕分け作業（軽作業） 

市営「新港栄荘１階店舗」 

清掃 
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種別 就労継続支援 A 型事業所 

法人名 合同会社 LIVING 

住所 

 

〒455-0075 

愛知県名古屋市港区正徳町 5 丁目

3-2 

TEL 052-389-3355 

FAX 052-308-8619 

E-mail Info_living@homarenoie-

group.com 

URL https://all-purpose.net/LIVING 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 １５名 

営業時間 9：00～14：30 利用者平均年齢 - 

平均工賃 時給９２７円～ 利用者男女比 - 

食費等 

実費負担 

１食 100 円～250円 最寄の駅・バス停 あおなみ線 中島駅から徒歩８分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有：高畑駅、六番町駅 

活動内容 

食材の加工、配送 

検品作業、封入作業、箱折、組み立て等の軽作業 

清掃作業（定期・スポット） 

事業所外の施設での軽作業（施設外就労） 

 

 

 

 

 

 

 

 事業アピール 

宅配用の食材を用意しています。 

野菜のカット、とんかつ、から揚げ等を調理し、袋詰 

料理が苦手でも、包丁の扱い方など一緒に覚えていき

ましょう。将来一人暮らしで自炊が出来る第 1 歩にな

ります！ 

 

 

 

 

事業所名：ほまれの家 LIVING 
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種別 就労継続支援 A 型事業 

法人名 社会福祉法人名古屋ライトハウス 

住所 

 

〒４５５－０８３１ 

名古屋市港区 

十一屋１-７０-４ 

TEL ０５２－３８２－１５５１ 

FAX ０５２－３８３－４５３３ 

E-mail ― 

URL http://www.lh-workcampus.com/ 

営業日 月曜日～金曜日 ※稀に土曜有 利用定員 定員６０人 

営業時間 ８：２０～１５：２０ 利用者平均年齢 4３．９歳 

平均工賃 １２５,５４４円/月 利用者男女比 男性５６名：女性３名 

食費等 

実費負担 

交通費規定額支給 

退職金制度あり 

最寄の駅・バス停 あおなみ線稲永駅徒歩１０分 

市バス「一州町」徒歩５分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

港ワークキャンパス（A 型）では、10 代～60 代ま

で幅広い年齢層の方が、作業に従事しています。 

一般企業で働くのが厳しいという方や将来の一般

就労を目指している方、少しでも多くの収入を得たい

方などさまざまな理由で働いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業アピール 

当施設では雑缶といわれる様々な大きさのブリキ

缶を生産しています。 

施設での作業や経験を得て、一般企業に就職された

利用者もいます。 

作業のほかにライトハウス祭や施設内旅行などの

イベントも定期的に行っております。 

事業所名：港ワークキャンパス 

外観写真 
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事業所名：からし種  

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 特定非営利活動法人 からし種 

住所 

 

〒455-0021 

名古屋市港区木場町９番地の７ 

木場店舗１０６号 

TEL 052-691-2500 

FAX 052-691-2502 

E-mail nagoyakarasidane@gmail.com 

URL http://karashidane.org 

営業日 月～金と法人の定めた日 利用定員 10 名 

営業時間 9：30～15：30 利用者平均年齢 48.5 歳 

平均工賃 １.5 万円前後/月 利用者男女比 1：1 

食費等実費負担 食費１００円（工賃から支払います） 最寄の駅・バス

停 

名古屋市営バス 

南陽通り６丁目から徒歩３分 入浴の有無 無し 

送迎の有無 有り（要相談） 

活動内容 

○事業所内 

●袋詰・シール貼りなどの内職作業 

●瑞穂区堀田の出張所でのレストラン運営 

（調理準備・盛り付け・接客・洗い場・掃除等） 

●クッキー・キャンドルなど授産製品の製造・販売 

○事業所外 

●農業 

 知多・犬山での農作業 

●水族館・科学館や海へのお出かけ、日帰り旅行、 

カラオケ、ボーリング、食事会など 

 

 事業アピール 

令和 1 年 10 月から港区に事業所が移りました。今

までの瑞穂区の食堂は出張所という形で継続して活

動があります。 

10 月から始まった港区の事業所は主に内職や自主

製品の加工を行います。ボーナスのお金を利用して

遠出や近くのお出かけなど「お楽しみ」を大切にして

います。 

からし種は「誰もが大切な存在であることを感じあ

える社会作り」を理念に活動しています。小さな事業

所ですが、大切な時を一緒に歩むことが出来たらう

れしいです 

 

mailto:nagoyakarasidane@gmail.com
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事業所名：きぼう 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 非営利活動法人ライフパートナー 

住所 

 

愛知県名古屋市港区 

正徳町 6 丁目３２ 

鬼頭正徳ビル 1 階 南号室 

 

TEL 052-384-7075 

FAX 052-387-7655 

E-mail  

URL http://lifepartner-npo.com/ 

営業日 月曜～金曜、祝日 （土曜開所日有） 利用定員 20 名 

営業時間 午前 10 時～午後 3 時 30 分 利用者平均年齢 48.5 歳 

平均工賃 11,692 円/月 利用者男女比 男性 24 名 女性 10 名 

食費等 

実費負担 

400 円 最寄の駅・バス停 あおなみ線 中島駅 徒歩１０分 

 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有 

活動内容 

一般企業様から請け負った軽作業を中心に作業を行って

おり、種類が豊富で、ネジのマスキング外し、ゴムのバ

リ取り、DM 封入、提灯リング等の作業があります。 

施設外就労にも取り組んでおり、お弁当屋さんの衛生管

理業務やリサイクル工場の古紙の分別、マンションの外

観清掃を行っています。 

    

 

事業所アピール 

 

事業所内での軽作業の種類、数量が豊富な

点に加え、施設外就労にも取り組んでお

り、生活のリズムを整えるために通所され

る方や将来、一般就労に向けての訓練を行

うために通所される方など、利用者様の目

標に応じて様々な就労訓練が行える体制が

整っております。 

 

 

外観写真 
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種別 就労継続支援 B 型 

法人名 非営利活動法人ライフパートナー 

住所 

 

愛知県名古屋市港区 

入 場 ２ 丁 目 1103 番 地     

シャインハイツ入場１階 北号室 

TEL 052-383-3111 

FAX 052-383-3112 

E-mail  

URL http://lifepartner-npo.com/ 

営業日 月曜～金曜、祝日 （土曜開所日有） 利用定員 20 名 

営業時間 午前 10 時～午後 3 時 30 分 利用者平均年齢 49 歳 

平均工賃 12,752 円/月 利用者男女比 男性 14 名 女性 14 名 

 

食費等 

実費負担 

400 円 最寄の駅・バス停 市バス        

入場二丁目 徒歩５分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有 

活動内容 

外部から頂いた内職を中心に作業を行っております。 

ネジのマスキング外し、バリ取り、花びらのごみ取り、

ラッピング作業等の作業があります。 

施設外就労にも取り組んでおり、お弁当屋さんの厨房内

にて衛生管理業務を行っています。具合的に厨房内の清

掃、屋外の清掃、食器洗浄、機械の洗浄等があります。

令和 2 年 6 月より新たにパン製造を始めました。法人内

のグループホームの朝食パンとして製造を行っていま

す。 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

内職の種類が豊富なので利用者様に合った作

業が行えます。職員が丁寧に支援している為

スキルアップにつながり、施設外就労、一般

就労を目指す方が多数みえます。 

令和 2 年 6 月よりパン製造も開始となり、利

用者様からは楽しく訓練ができると好評で

す。 

 

 

事業所名：きぼうⅡ 
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事業所名：しおかぜ作業所 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 社会福祉法人 みなと福祉会 

住所 

 

〒４５５－００７４ 

名古屋市港区正保町８－１３４ 

 

TEL （０５２）３８４－８５６７ 

FAX （０５２）３８４－８６０６ 

E-mail shiokaze@peace.ocn.ne.jp 

URL http://www.minato-fukushikai.jp/ 

営業日 月～金 利用定員 １０名 

営業時間 ９時～１６時（サービス提供時間） 利用者平均年齢 ３7.5 歳 

平均工賃 ４０,０００円/月 利用者男女比 男性 7 名 女性５名 

食費等 

実費負担 

昼食代（１食３００円） 

行事への参加時 

最寄の駅・バス停 名古屋市バス【入場】徒歩１分 

あおなみ線【名古屋競馬場前駅】

徒歩５分 入浴の有無 短期入所のみ 

送迎の有無 有 

活動内容 

しおかぜ作業所・就労継続Ｂ型は、配食サービス事業をし

ています。食材切り込み、調理、盛り付け全ての工程を利

用者に担ってもらい、安心、安全で、おいしいしおかぜ弁

当を作っています。出来上がったしおかぜ弁当は、名古屋

市税関食堂やみなとーり（名古屋市港区役所の販売スペ

ース）で販売しています。 

また、生活介護グループに協力をしてもらい、地域の皆様

にもお届けしています。 

 

 事業所アピール 

しおかぜ弁当は、野菜たっぷりで栄養バランスを考

えた、安心、安全、おいしいお弁当です。 

そして！！さらに、お米にもこだわっています。 

お米は、名古屋市港区で育った陽娘（ひなたむすめ）

を使用しています。この陽娘は、おいしいだけでな

く、減農薬・減化学肥料で栽培された、体にもやさし

いお米なんです！！ 

ぜひ！安心、安全で、おいしく、体にもやさしいしお

かぜ弁当をご賞味ください。 

イベント・会議弁当・パーティー・お祝い時のオード

ブル（２０００円～）のご注文も承っています。ご利

用お待ちしています。 

 

mailto:shiokaze@peace.ocn.ne.jp
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事業所名： シルバーステーション 
 

種別 就労継続支援 B 型事業 

法人名 株式会社シルバーステーション 

住所 

 

〒454-0963 

名古屋市港区知多 

2 丁目 1504 

 

TEL 052-304-7677 

FAX 052-304-7677 

E-mail silverstation@outlook.jp 

URL http://www.silverstation.jp/ 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 20 名 

営業時間 午前１０時～午後 3 時 利用者平均年齢 52 歳 

平均工賃 11,000 円/月 利用者男女比 男 11：4 女 

食費等 

実費負担 

昼食 500 円 最寄の駅・バス停 市バス「知多」より徒歩 5 分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 有 

【活動内容】 

・畑作業 

 水やり、収穫など 

 

・受注作業 

 贈答品箱折り、シール貼り、ナットはめなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業所アピール】 

 企業様からの受注作業が中心になります。長くいた

だいているものもあり、利用者様の中にはお気に入り

の仕事があるという方もいらっしゃいます。 

 

 農作業も行っており、今では四季折々の野菜を収穫

できるようになりました。土に触れ、季節に触れなが

ら作業でき、自然の中で活動できています。 

 

 利用者様はそれぞれのペースでできることに取り

組んでいらっしゃいます。みなさん楽しく会話も弾ま

せながら作業されています(^^♪ 
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種別 就労継続支援 B 型 

法人名 ＮＰＯ法人まちかどサポートセンター 

住所 

 

〒455-0037 

名古屋市港区名港一丁目 

1-14 

 

TEL 052-651-9770 

FAX 052-651-9770 

E-mail suzume@r6.dion.ne.jp 

URL http://www.kamosuzu.npo-jp.net/ 

営業日 月～金曜日（祝日除く） 利用定員 20 名 

営業時間 10～16 時（サービス提供時間） 利用者平均年齢 48 歳 

平均工賃 約 3,000 円/月 利用者男女比 4：1 

食費等 

実費負担 

持参 最寄の駅・バス停 地下鉄名港線 

【築地口】②番出口徒歩 3 分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 無 

活動内容 

【内職】金属部品の磨き、ゴムのバリ取り、ダンボー

ルの組立、タオルの梱包など幅広く行っています。 

【自主製品】押し花の挿絵を入れたオリジナル名刺

や、オーダー名刺を作成しています。また、キャンデ

ィアクリルタワシという掃除などに使える便利で可

愛いタワシを作っています。 

【行事】ミーティングを通して季節に合わせたレクを

行っています。 

 

 

【押し花名刺】      

8 種の挿絵からご希望の種類を 5 種までお

選びして頂き、書体やレイアウトについて

のご要望に合わせて職員サポートのもと、

パソコンで作成しています。 

 

【キャンディアクリルタワシ】 

3本の毛糸から編み込んだタワシを作ってい

ます。ラッピングをキャンディ風にして製作

しています。 

事業所アピール 

・作業に真面目に取り組みながらも、和気藹々と話し

ながら作業を行っているので、緊張しすぎることがな

く、自分のペースで作業を進める事ができます。 

・月に 1 回ミーティングを行っています。作業をして

行く中で見つかった改善点を話し合う事で、作業の効

率アップだけでなく、誰でも仕事がしやすい環境作り

をみんなで目指しています。 

「どんな仕事をしているんだろう？」「どんな雰囲気

なのかな？」と興味を持たれた方はぜひ見学に来てく

ださい！ 

事業所名：NPO すずめくらぶ 

外観写真 
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事業所名：まごころ工房 
 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 NPO 法人 ﾊﾞｳﾑｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ 

住所 

 

〒455-0873 

港区春田野 2-1006 

 

 

TEL 052-302-7775 

FAX 052-302-7555 

E-mail magokoro@baum16.com 

URL http://baum16.com 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 20 名 

営業時間 10：00～16：00 利用者平均年齢 45 歳 

平均工賃 4,000 円/月 利用者男女比 ６：４ 

食費等 

実費負担 

昼食代(事前注文制・550 円/食) 

日用消耗品など法定負担費用 

最寄の駅・バス停 ・市バス「南陽中学前」徒歩４分 

・市バス「八百島」徒歩４分 

入浴の有無 無し 

送迎の有無 無し 

活動内容 

誰でもできる作業をモットーに、 

座って出来るお仕事をご提供しています。 

 

○作業例 

・部品計量 

・名刺検品 

・印刷物出荷準備 

ほか 

  

 

事業所アピール 

併設のグループホーム(包括型共同生活援助事業所) 

から徒歩一分という好立地です。 

まごころ工房、グループホームともにバリアフリーな

ので知的・精神障がいの方で身体が不自由な方も通い

やすい施設となっています。 

作業は一日 15 分からご相談 OK！ 

退院からの地域生活や自立の第一歩として、通う方の

ペースに合わせた通所が可能です。 

見学・体験受付のほか、受給者証交付のための相談支

援事業所をご紹介することもできます。 

外観写真 

mailto:magokoro@baum16.com
http://baum16.com/


（２０） 

事業所名：港ワークキャンパス 
 
  

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 社会福祉法人名古屋ライトハウス 

住所 

 

〒４５５－０８３１ 

名古屋市港区 

十一屋１-７０-４ 

TEL ０５２－３８２－１５５１ 

FAX ０５２－３８３－４５３３ 

E-mail ― 

URL http://www.lh-workcampus.com/ 

営業日 月曜日～金曜日 ※稀に土曜有 利用定員 定員 60 名 

営業時間 ９：００～１５：００ 利用者平均年齢 4１．６歳 

平均工賃 ４５,５９８円/月 利用者男女比 男性２５名：女性２７名 

食費等 

実費負担 

交通費規定額支給 最寄の駅・バス停 あおなみ線稲永駅徒歩１０分 

市バス「一州町」徒歩５分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

○パンの缶詰“パンですよ！”製造 

      パン作りからラベル貼りまで 

○下請け作業 

      お菓子、風船の袋詰めなど 

○行事 

 お祭りをはじめ、旅行、お花見、クリスマス会など 

 障害者スポーツ大会参加 

 

○地域の販売会に出店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

☆さまざまな作業を通して、みんなで力を合わせて 

仕事をするチームワークの大切さと、達成感を 

分かち合う、自信と笑顔あふれる施設です。 

 

☆見学、実習など随時受け付けていますので、 

ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

外観写真 



 

（２１） 

事業所名：ビーサポート 

 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 社会福祉法人 名古屋ライトハウス 

住所 

 

〒455-0831 

名古屋市港区十一屋 1-70-5 

TEL 052-383-4381 

FAX 052-383-4532 

E-mail b-support@nagoya-lighthouse.jp 

URL http://www.lh-meiwaryou.com 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 100 名 

営業時間 8：35～16：05 利用者平均年齢 4５歳 

平均工賃 46,849 円/月（令和元年度実績） 利用者男女比 ７：３ 

食費等 

実費負担 

給食あり 

（230 円／補助制度該当者） 

最寄の駅・バス

停 

・名古屋駅から 

→あおなみ線「稲永駅」徒歩 7 分 

・金山駅、築地口駅から 

→市バス「一州町」徒歩 3 分 

入浴の有無 ― 

送迎の有無 ― 

【活動内容】 

 

明和寮ビーサポートでは、約１００名の様々な障害をお

持ちの方がご利用されており、それぞれの「はたらく」

を支援しております。『はたらき続けたい』『生活のリズ

ムを大切にしたい』など就労を継続する支援を行ってい

ます。 

 

『もっと給料が欲しい』『将来は一般企業で働いてみ

たい』などステップアップを含めた「はたらき方」も支

援しております。 

 

【事業所アピール】 

 

「共済会制度」 

毎月の少額な掛け金で（収入により異なります）従

業員共済会へ加入することができます。 

慶弔給付・永年勤続・お祝い・退職給付があります。 

 

「行事沢山あります‼」 

花見、ライトハウスまつり、クリスマス会、もちつ

き、日帰り旅行など行事を開催しています☆ 

 

 

 

 

 

 

 

    ↑   ↑ 

詳しくはホームページをご覧ください☆ 

 

【特徴的なサービス】 

・看護師常駐 

・月１回の臨床心理士によるメンタルヘルス実施 

・栄養管理士によるバランスの良い食事提供 等々 

 

 

ご連絡 

待ってます 



（２２） 

事業所名：ユニオンワークス  
 

 
  

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 社会福祉法人 大幸福祉会 

住所 

 

〒455-0846 

名古屋市港区大手町 6-33-3 

 

 

TEL 052-652-1001 

FAX 052-652-1010 

E-mail info@unionworks.jp 

URL http://www.unionworks.jp 

営業日 月～金（月により土曜日開所有） 利用定員 定員 12 名 

営業時間 サービス提供時間 

平 日 9:00～16:00 

土曜日 9:00～14:00 

利用者平均年齢 35 歳 

平均工賃 約 14,860 円/月 利用者男女比 女性 6 名：男性 3 名 

食費等 

実費負担 

あり  

380 円 

最寄の駅・バス停 あおなみ線「稲永」徒歩 15 分 

市バス「大手橋」徒歩５分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 あり 

活動内容 

作業 

クッキーの包装作業、下請け作業等 

 

レクリエーション 

月 1 回 

 

行事 

月 1 回 

   

 

 

事業所アピール 

 

・仕事と行事やレクリエーションのバランスをとり、メ

リハリのある日中活動をすることで利用者の活力につな

がるように支援しています。 

 

 

 

 

 



（２３） 

事業所名：リサイクル港作業所 
 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 社会福祉法人 ゆたか福祉会 

住所 

 

455-0075 

名古屋市港区正徳町 6-69-1 

 

TEL 052-382-1933 

FAX 052-382-5697 

E-mail info@recycle-minato.com 

URL http://www.yutakahonbu.com/ 

営業日 月～金は基本的に開所日。（祝日は

営業日） 

利用定員 40 名 

営業時間 9：00～16：00 利用者平均年齢 45 歳 

平均工賃 48,403 円/月（賞与等含） 利用者男女比 33：7 

食費等 

実費負担 

給食費 1 食 300 円。 

その他所得による自己負担有。 

最寄の駅・バス停 市バス   小碓中橋徒歩 3 分 

      東中島・入場 10 分 

あおなみ線 競馬場駅・中島駅

12 分 

入浴の有無 無 

送迎の有無 無 

活動内容 

 1994 年に、高い工賃で地域生活を送りたいという

願いから出発した作業所です。 

名古屋市環境局の港資源選別センターで、名古屋市

から委託を受け、空きビンと空き缶の選別事業（リサ

イクル）をしています。市民の皆さんが出したビンと

缶を名古屋市の収集車が作業所に搬入し、障害のある

方が、手選別で異物を除去し、再資源化します。 

 一人ひとりにあった作業環境の整備を行ない、働き

がいや生きがいにつながる作業を提供しています。  

       

   

 

 

 

 

事業所アピール 

・年一回、旅行を実施しています。季節行事などレク

リエーション活動もあります。 

・自施設で調理した給食を提供しています。 

・健康診断・歯科検診（年１回）、体重測定（月 2 回）

など、健康に配慮した取り組みをしています。 

・自治会活動は、ねがいを実現するために定期的に話

し合いを行ないます。 

・養護学校卒業後の若い方、一般企業からの転職など、

多様な障がいのある方が利用されています。 

 

http://www.yutakahonbu.com/


（２４） 

 

 

 
 

種別 就労継続支援 B 型 

法人名 株式会社 幸輪 

住所 

 

〒４５５－０００４ 

愛知県名古屋市港区津金一丁目 

１番３６号 

 

TEL ０５２－３５５－６５００ 

FAX ０５２－３５５－６５０２ 

E-mail works-kouwa@kouwashinagawa.com 

URL  

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 定員２０人 

営業時間 ９：００～１８：００ 利用者平均年齢 ３８．５歳 

平均工賃 時給３００円 利用者男女比 ５：５ 

食費等 

実費負担 

なし 最寄の駅・バス停 地下鉄東海通駅３番出口すぐ横 

市バス「東海通」正面 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 一部あり 

活動内容 

 

生産活動その他の活動の機会の提供 

 ・粗品用タオルのたたみ上げ/製品化 

 ・靴下の検品・仕分けなどの内職 

 ・季節商品の内職 

  （手帳/カレンダー/年賀はがき什器/ハンガー） 

 ・おしぼりタオルのたたみ上げ 

 ・広告を利用し、ゴミ箱作り 

 

 

 

事業所アピール 

 

 ワークス コーワでは、一般就労移行や A 型事業所

を目指す利用者様や、日々の日常生活のサイクルを整

えて、安定した働き方を目的とされている利用者様な

ど、様々なスタイルをお持ちの方々に合わせた支援を

行っております。 

 

作業見学や体験利用ができます。ご利用を希望された

場合、面談で現在の状況を教えてください。 

事業所名：ワークス コーワ 

 

会社見学 

訓練作業室 



 

 （２５）  

事業所名：アイドル作業所 
 

 

 

種別 地域活動支援センター 

（作業所型） 

法人名 特定非営利活動法人  

住所 

 

〒455-0804 

名古屋市港区当地四丁目 1907

番地 

TEL ０５２－３８３－７９４６ 

FAX ０５２－３８３－７９４６ 

E-mail  

URL https://awork2015.wixsite.co

m/mom-and-baby-center 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 １５人 

営業時間 9 時 30分～16 時 00分 利用者平均年齢  

平均工賃 本人の作業量により異なる 利用者男女比  

食費等 

実費負担 

なし 最寄の駅・バス停 ・市バス「明徳橋」 

徒歩７分 

 入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

・ 軽作業 ・ベビー用品（エプロン）の袋詰め 

・ 電気コンセント組付け 

・ 社会見学 ・ 地域での奉仕活動  

・ ハイキング 

・ 音楽（楽器などを使った演奏） 

・ 農作物の栽培 

・ 調理実習 ・クリスマス会  など 

 

 

 

 

事業アピール 

障害をもつ方の人生に、夢や希望をもちながら思う

ようにならない現実に、不安や不満を感じている方、

そんな中、半歩一歩と自分のペースで自分らしい生活

のリズム、生き方を探してみませんか。 

 私たちスタッフ一同、あなたを応援し、お手伝いでき

ることを共に考え歩んでいきます。 

 

  
 



 

 （２６）  

事業所名：作業所きらり 
 

種別 地域活動支援センター 

（作業所型） 

法人名 特定非営利活動法人 輝 

住所 

 

〒455-0068 

名古屋市港区土古町四丁目２０  

ホワイトハイツ明和３A 

TEL ０５２－３８４－４３２１ 

FAX ０５２－３８４－４３２１ 

E-mail ｓ－kirari@arion.ocn.ne.jp 

URL http://www.s-kirari.jp 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 20 人 

営業時間 9 時～14時 30 分 利用者平均年齢 20 代～50代（30 代中心） 

平均工賃 本人の作業量により異なる 利用者男女比 男性 7人女性７人 

食費等 

実費負担 

1 食 300円 

利用料 5000 円 

年会費 10000 円 

最寄の駅・バス停 ・市バス「土古町」 

徒歩 3分 

・あおなみ線「名古屋競馬場前」

徒歩 7分 入浴の有無 なし 

送迎の有無 要相談 

活動内容 

① 生産活動その他の活動の機会の提供 

はし入れ、タオル、箱折りなどの軽作業 

② 食育 

配膳、片づけを中心として本人のできる範囲で行

う 

 

 

 

 

事業アピール 

・日常の生活の中で様々な経験を重ねることにより自

立して生きる力を育てる支援をします。 

・集団の中で自己表現することの大切さ、相互理解を深

め、成長するように関係作りを目指します。 

・障害のある人が「地域での普通の暮らしの実現」がで

きるよう「支援」することを目的とし、行政・関係機

関と連携しています。 

 

 

 
 

mailto:ｓ－kirari@arion.ocn.ne.jp


 

（２７） 

 

事業所名：のんき星 
 
   

種別 作業所型地域活動支援センター 

法人名 ― 

住所 

 

〒455-0804 

名古屋市港区当知 1-510 

（鬼頭宅 1 階） 

TEL 052-383-2023 

FAX 052-383-2023 

E-mail nonkiboshi@kpd.biglobe.ne.jp 

URL ― 

営業日 月～金（土・日・祝は休み） 利用定員 15 名 

営業時間 9：00～15：30 利用者平均年齢 41 歳 

平均工賃 3000 円/月 利用者男女比 男 2：女 3 

食費等 

実費負担 

なし（弁当持参、外食も可） 最寄の駅・バス停 ・市バス「当知 1 丁目」 

徒歩３分 

・あおなみ線「名古屋競馬場前」

徒歩 15 分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし（特別な場合は除く） 

活動内容 

・作業  

 畑作業、草取り、自主製品製作 

・創作活動 

 合奏、合唱、絵画 

・体験学習 

買い物学習、調理実習、図書館利用 

社会見学（月 1 回） 

・その他 

 誕生会、コンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

畑作業 

 

                

ふれあい広場 

ステージ発表 

 

 

 

 

 

 

 

社会見学        調理実習     

事業所アピール 

家庭的な雰囲気の中で、その人らしい持ち味を大切

にしながら、互いの成長を見守っています。できる力

を出し、協力しあって畑の世話や自主製品作り、音楽、

絵、料理などの創作活動をしています。社会見学など

に出かけ体験も増やしています。 

 

１人１人にやる気や積極性が出てきたり、助け合っ

たり、教えあったりなど社会性も育っていることがう

れしいです。自然に触れ、野菜やその成長に興味が出

てきたり、収穫を喜び、皆で調理して、そのものの味

を味わったりしています。 

 

mailto:nonkiboshi@kpd.biglobe.ne.jp


 

 （２８）  

事業所名：イルカ作業所 
 

種別 生活介護 

法人名 社会福祉法人みなと福祉会 

住所 

 

〒455-0857 

名古屋市港区秋葉一丁目 191-2 

 

TEL ０５２－３０２－１０７５ 

FAX ０５２－３０２－１０７７ 

E-mail irukasagyosyo@swan.ocn.ne.jp 

URL http://www.minato-fukushikai.jp/ 

営業日 月～金曜日（原則第２土曜日） 利用定員 ４０名 

営業時間 9:15～16:00 利用者平均年齢 ４３歳 

平均工賃 １,５００円/月 利用者男女比 男性１8 名  女性１6 名 

食費等 

実費負担 

昼食代（1 食３００円） 

行事参加費 

最寄の駅・バス停 ・市バス「南陽町」 

徒歩５分 

・市バス「南陽中学校」 

徒歩１０分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 あり 

活動内容 

【作業】 

 自主製品：台所用ふきん、野菜 

      縫製品（たわし、ポーチなど） 

 受注作業：割りばしの袋入れ、ゴミ袋セット 

 リサイクル：アルミ缶、新聞紙、段ボールなどの回収 

 

【豊かにするとりくみ】 

  さんぽ、ドライブ（外出）、ミュージックケア、音楽 

療法、静的弛緩誘導法、足浴、アート、創作活動な   

ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業アピール 

 日課の柱を労働にしながら、それぞれのペースに合

わせた活動をしています。労働以外にも、仲間の会や

療育のとりくみとして、経験の幅を広げる取り組み

や、体や感覚に働きかける取り組みも行っています。 

 自主製品として、台所用ふきん「たふきん」を製造、

販売しています。国産のかや生地を１００％使用し、

８枚重ねにしているため、名前の通り「タフ」なふき

んで、吸水性も抜群です。贈り物にも最適です。 

 また、畑も拡大し、野崎白菜や八事ニンジンなどの

愛知の伝統野菜も育て出荷しています。 

丈夫で長持ち!!『たふきん』 国産生地使用 

新しく畑の取

り組みを始め

ました。 

月 1回作品作り

をしています。 



 

（２９） 

 

事業所名：うろじの家 
 

種別 生活介護 

法人名 社会福祉法人みなと福祉会 

住所 

 

〒455-0858 

名古屋市港区西茶屋４丁目１１１

番地 

 

 

TEL ０５２－３０９－７３９０ 

FAX ０５２－３０９－７３９１ 

E-mail urojinoie@dune.ocn.ne.jp 

URL www.minato-fukusikai.org/ 

営業日 月曜日～金曜日 利用定員 ３９名 

営業時間 ８：３０～１４：３０ 利用者平均年齢 ３８歳 

平均工賃 ４,９９５円/月 利用者男女比 １６：２３ 

食費等 

実費負担 

３００円（実費負担昼食代） 最寄の駅・バス停 ・市バス 系統 東海１２ 

「南陽交通広場」下車 

南へ徒歩１０分 入浴の有無 なし 

送迎の有無 あり 

活動内容 

作業を中心に行いつつ、創作活動（外出、おやつ作り）

や療育活動（音楽療法、ミュージックケア）などの活

動に取り組んでいます。 

作業内容は、パン販売、農業、軽作業（ボルト、バリ

取り、箸入れ）を行っています。 

 

・年間行事；日帰り旅行、ＢＢＱ、餅つき、夏・冬の

ボーナスの取り組み  など 

 

 

 
事業所アピール 

 

うろじの家は２００６年７月に開所し、１３年経ちま

した。現在は、３９名の利用者さんたちが通所してい

ます。地域に出ることを大切にしながら、楽しく過ご

しています。 
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事業所名：作業所えがお 
 

種別 生活介護  

法人名 社会福祉法人すぎな 

住所 

 

〒455-0874 

名古屋市港区 

西福田二丁目 504 番地 

 

TEL 052-301-1823 

FAX 052-301-1846  

E-mail smily@bz01.plala.or.jp                

URL http://egao.sugina-smily.com/ 

営業日 月～金曜日 利用定員 40 名 

営業時間 9:00～16:00（サービス提供時間） 利用者平均年齢 34.1 歳 

平均工賃 8,500 円/月 利用者男女比 男性３６名：女性 24 名 

食費等 

実費負担 

昼食代（１食４００円） 

行事参加費（行事内容による） 

最寄の駅・バス停 ・市バス「西福田」徒歩 5 分 

・市バス「南陽支所」徒歩 5 分 

入浴の有無 火・木曜日に入浴サービスあり 

送迎の有無 あり 

活動内容 

【日中活動】作業・活動グループに分かれて行います 

 ［作業グループ］ 

受注作業と自主製品製造を行っています。 

   受注作業：贈答品箱折り、自動車部品ゴム付け 

        タオル袋入れ、紙管リサイクルなど 

自主製品：うどん生麺の製造と販売 

［活動グループ］ 

近隣の公園へ行っての散策・創作・音楽・料理・

外出などを行っています。 

 

              

 

 

 

 

 

 

              
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業アピール 

作業と活動の２グループに分かれて日中活動を行

い、作業グループは作業を取り組む・活動グループは

ゆっくり過ごすなど、それぞれの方の希望するグルー

プで日中活動に参加していただくことができます。 

 基本、月～金曜開所ですが、土・日・祝日にも、事

業所行事・地域イベントへの参加・外出なども行って

います。 

 自主製品のうどん生麺は、製麺処「笑庵」として  

袋入り商品の販売と、保育園・幼稚園・各種施設の給

食・イベント用に配達も行っています。 

 
 

 

讃岐麺用粉「すずらん」使
用！ 

愛知県産「きぬあかり」使
用！ 

【税込価格】つゆ付   250 円         
つゆなし 210 円 

【税込価格】つゆ付   250 円         
つゆなし 210 円 

※給食・イベント用に、番重に入れての量り売りも行っています。         
「作業所えがお」までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 製麺工程 

 

①材料を混ぜて練る 

②寝かせて生地を整える
材料を混ぜて練る 

③生地を伸ばす 

④切って計量する 

⑤袋に入れて完成 
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事業所名：からし種 
 

種別 生活介護事業 

法人名 特定非営利活動法人 からし種 

住所 

 

〒455-0021 

名古屋市港区木場町９番地の７ 

木場店舗１０７号 

TEL 052-691-3030 

FAX 052-691-2502 

E-mail nagoyakarasidane@gmail.com 

URL http://karashidane.org 

営業日 月～金と法人の定めた日 利用定員 １０名 

営業時間 9：30～15：30 利用者平均年齢 51.9 歳 

平均工賃 １万円前後/月 利用者男女比 7：2 

食費等実費負担 食費１００円（工賃から支払います） 最寄の駅・バス停 名古屋市営バス 

南陽通り６丁目から徒歩３分 入浴の有無 無し 

送迎の有無 有り（要相談） 

○事業所内活動内容 

●ローゼル・レモングラス・にんにく・唐辛子など 

栽培した自家生産物の加工 

●グループホームや自法人の営業する飲食店への 

食材の買い出し、下準備 

●袋詰などの内職作業やローソク作り 

〇事業所外活動内容 

●栽培加工した自家生産物の販売 

●知多（週 1 回程度） 

ローゼル・レモングラス・にんにく・さつまいも・ 

唐辛子などの年間を通しての栽培業務 

●犬山（年に数回） 四季折々の作業 

（タケノコ掘り、栗拾い、サツマイモの収穫等） 

●社会参加 

水族館・科学館見学、海、日帰り旅行、カラオケ、 

ボーリング、食事会など 

             

畑で休憩             ローソク作り 

 

  畑で支柱立て 

犬山でタケノコ堀り  

 事業アピール 

からし種は「誰もが大切な存在である事を感じあえる

社会作り」を理念に活動しています。 

日々の活動で、出会い、語らい一緒に時を過ごす中で

「お互いが大切な人であること」を感じあいたいと 

願っています。小さな事業所ですが、大切な時を一緒

に歩んでみませんか。 

外観写真 

mailto:nagoyakarasidane@gmail.com
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事業所名：しおかぜ作業所 
 

種別 生活介護 

法人名 社会福祉法人 みなと福祉会 

住所 

 

〒４５５－００７４ 

名古屋市港区正保町８－１３４ 

 

 

TEL （０５２）３８４－８５６７ 

FAX （０５２）３８４－８６０６ 

E-mail shiokaze@peace.ocn.ne.jp 

URL http://www.minato-fukushikai.jp/ 

営業日 月～金 利用定員 ３０名 

営業時間 ９時～１６時（サービス提供時間） 利用者平均年齢 ３４歳 

平均工賃 ７,３３８円/月 利用者男女比 男性２１名␣女性１０名 

食費等 

実費負担 

昼食代（１食３００円） 

行事への参加時 

最寄の駅・バス停 名古屋市バス【入場】徒歩１分 

あおなみ線【名古屋競馬場前駅】

徒歩５分 入浴の有無 短期入所のみ 

送迎の有無 有 

活動内容 

しおかぜ作業所・生活介護グループでは刺繍ミシンの

仕事に取り組んでいます。 

最大６色の糸を使用することができる本格的なミシン

を２台設置し、日々稼働しています。 

利用者がデザインしたオリジナル刺繍タオルは、港区

役所内販売スペースの「みなとーり」や戸田川緑地公

園内「とだがわひだまり館」にて販売中です。 

他にも名入れの注文も承っております。 

タオルだけではなく、バンダナ等にも名入れの刺繍を

行っています。 

 

 

事業アピール 

リーズナブルなプチタオルや、高級タオルの今治タオ

ル等、様々な種類のタオルを取り扱っております。 

また、母の日やハロウィン、クリスマス等のイベント

にも最適なデザインをご用意しています。 

名入れでは漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベッ

トに対応しておりますので、お子さんの通園用に重宝

すると大変喜ばれています。 

世界に一つだけのオリジナルタオルを、是非プレゼン

トしてみてはいかがですか？ 

名入れ（応相談）お気軽にお問合せ下さい。 

 

mailto:shiokaze@peace.ocn.ne.jp
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事業所名：ヒュッゲおがわのもり 
 

 

種別 生活介護  

法人名 社会福祉法人すぎな 

住所 

 

〒４５５－０８６３ 

名古屋市港区新茶屋３-５０１-1 

 

TEL ０５２－３０１－６０５０ 

FAX ０５２－３０１－６８７１ 

E-mail hyggeogawanomori@ybb.ne.jp 

URL http://egao.sugina-smily.com/ 

営業日 平日 月～金 利用定員 ３５名 

営業時間 ８：３０～１７：１５ 利用者平均年齢 ３３．３才 

平均工賃 ８,０４５円/月 利用者男女比 1.13：1 

食費等 

実費負担 

昼食 ４００円 

 

最寄の駅・バス停 ・東海⑫「港区役所巡回」バ

ス停「両茶橋北」下車徒歩７

分 

・東海⑪南陽交通広場」行き

「両茶橋北」下車徒歩７分 

入浴の有無 有 

送迎の有無 有 

活動内容 

２つのグループで運営しています。 

【ワーク・チャレンジグループ】 

備え持った能力を発揮する事が出来るよう、様々な

作業や運動や創作などのプログラムにチャレンジし

ていきます。 

【エンジョイグループ】 

みんなと和気あいあいと楽しみながら、運動や創作

など様々なプログラムに取り組み充実した日々が過

ごせるようしていきます。 

 

 事業アピール 

施設の特徴とし羽毛リサイクルを中心とした活動を

行っています。 

現在、なごやハートステーション【河田フェザー株

式会社・特定非営利活動法人中部リサイクル運動市

民の会・社会福祉法人すぎなでの協同プロジェクト

（地域連携活動支援）】を立ち上げ羽毛製品やリユー

ス製品等を回収し社会貢献に繋がる活動を推進して

いきます。 

また、賛同・協力して頂ける施設も募集中です！！ 

mailto:hyggeogawanomori@ybb.ne.jp
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事業所名：港つぼみ作業所 
 

 

 

種別 生活介護 

法人名 社会福祉法人明（あかり） 

住所 

 

４５５－０８０５ 

名古屋市港区当知町７－５５－１ 

 

TEL ０５２－３８４－２７９５ 

FAX ０５２－３８４－１８１０ 

E-mail minatotsubomi-s@comet.ocn.ne.jp 

URL http://minatotsubomi.client.jp/ 

営業日 月曜日～金曜日（土曜日） 利用定員 ３０人 

営業時間 ９：００～１７：１５（９：３０～１３：３０） 利用者平均年齢 ３８．５歳 

平均工賃 ５,８５０円/月 利用者男女比 男性１４名：女性６名 

食費等 

実費負担 

持参または注文（１食４００円） 

 

最寄の駅・バス停 市バス「明徳橋」徒歩７分 

入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

①生産活動：箱組み立て、リサイクルなど、近隣の企

業から受託する軽作業が主な日課 

②生活支援：日常生活を送るうえでの生活習慣の援

助、健診や定期バイタルチェックによる健康管理 

③地域生活推進：地域清掃やバザーなどの活動を通し

た近隣住民とのふれあい 

④課外活動：バス旅行、社会科見学、季節の行事、給

料取り組みなど、作業所内外での活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業アピール 

＊明るく開放的で、清潔感ある建物の中、個々のペー

スに合わせて利用・活動をしています。 

＊主に知的障害の方が利用されています。障害が重く

ても働くことを大切にしたいという思いから設立

されました。一人ひとりができることを模索して作

業に関わっています。 

＊貸し切りバスで行く社会科見学、給料で本人希望の

活動をする取り組みなどの行事、費用負担なしで実

施している健診や予防接種など、生産活動以外の活

動も充実しています。 

作業室内の様子 

地域清掃 

公園散策 

社会科見学 
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種別 生活介護事業所 

法人名 社会福祉法人 大幸福祉会 

住所 

 

名古屋市港区大手町 6-33-3 

TEL 052-652-1001 

FAX 052-652-1010 

E-mail Unionworks.wyamada@gmail.com 

URL http://www.unionworks.jp/ 

営業日 月～金（月により土曜日開所有） 利用定員 22 名 

営業時間 サービス提供時間 

平 日 9:00～16:00 

土曜日 9:00～14:00 

利用者平均年齢 38.1 歳 

 

平均工賃 11,244 円/月 利用者男女比 男性 13 名 女性 9 名 

食費等 

実費負担 

１食 380 円 最寄の駅・バス停 あおなみ線「稲永駅」徒歩 10

分 

市バス「大手橋」徒歩 5 分 入浴の有無 なし 

送迎の有無 あり 

活動内容 

・生産活動 

 外注の袋詰め作業 

 その他の軽作業 

・行事 

 カラオケ大会、ボーリング大会、一泊旅行 

料理教室、ユニオンまつり、クリスマス会 

・レクリエーション 

 卓球、ゲーム、カラオケ、ビーズ、塗り絵 

・土曜開所 

 たこ焼きパーティー、お菓子作り、かき氷大会 

 パン作り、苔玉作り、小物作り、アロマワックス作り  

 

事業アピール 

・生産活動では、高い工賃が支給できるよう作業を主

体として取り組んでいます。 

・作業を通して集中力や持続力を高め、喜び・達成感

を実感することができるように支援しています。 

・創作活動では、個々の自信や生活意欲を高め、 

また集団で楽しく活動する事で仲間意識を育て、ル

ールを身につけることができるように取り組んでい

ます。 

事業所名：ユニオンワークス 

観写真 
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事業所名：第２ユニオンワークス 
 

 

種別 生活介護事業所 

法人名 社会福祉法人 大幸福祉会 

住所 

 

 

名古屋市港区名四町 131 番地の２ 

TEL 052-３８７－５５６５ 

FAX 052-３８７－５５７５ 

E-mail Unionworks.moriyama@gmail.com 

URL www.unionworks.jp 

営業日 月～金（月により土曜開所有） 利用定員 20 名 

営業時間 サービス提供時間 

平 日 9:00～16:00 

土曜日 9:00～14:00 

利用者平均年齢 4４歳 

平均工賃 ７,８３７円/月 利用者男女比 男１３名 女性１０名 

食費等 

実費負担 

１食３８０円 最寄の駅・バス停 あおなみ線「稲永駅」徒歩 15 分 

市バス「大手橋」徒歩 8 分 

入浴の有無 あり 

送迎の有無 あり 

活動内容 

・生産活動 

 軽作業（お菓子の袋詰め、箱折り） 

 

・療育活動 

 月～金（11:00～12:00）希望者のみ個人が取り組み

たい活動を取り入れている（例：創作活動、散歩など） 

 

・保護者からの要望で、入浴介助あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業アピール 

・生産活動では、それぞれの利用者に合った作業を提

供し、自信に繋げる事が出来るような支援をしていま

す。 

 

・生産以外の活動として、個人の希望に応じて療育活

動の時間を作っています。 

 

・屋上で、サッカーや野球やフライングディスク。 

日向ぼっこなど季節ごとに楽しんでいます。 
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事業所名：みらいろ 
 

種別 生活介護 

法人名 社会福祉法人ゆたか福祉会 

みらいろ                

住所 

 

〒455-0074 

名古屋市港区正保町八丁目 110 番

地 

TEL 052-382-3200 

FAX 052-382-3201 

E-mail mirairo2019@triton.ocn.ne.jp 

URL http://www.yutakahonbu.com/ 

営業日 月～金 利用定員 30 名 

営業時間 9：00～16：00 利用者平均年齢 46 才 

平均工賃 4,000 円/月 利用者男女比 9：2 

食費等 

実費負担 

厨房設備あり 

給食提供一食 260 円実費 

最寄の駅・バス停 市バス入場より北へ徒歩 5 分 

あおなみ線名古屋競馬場前駅か

ら徒歩 6 分 入浴の有無 なし 

送迎の有無 なし 

活動内容 

主な活動は生産活動になります。部屋が３つに分かれ

ており、用途に分けて使用しています。袋入れ作業や

ホチキス作業があります。 

令和元年 7 月開所とともに洗濯委託事業を始めまし

た。得意な分野を生かしながら一人一人に合わせた作

業を提供しています。 

生産活動を中心としながらも、作業だけではなくカラ

オケを行ったり、絵を描いたり、クラブ活動を充実し、

得意なことが伸ばせるような取り組みをしています。 

 

 事業アピール 

2019 年 7 月 1 日開所した、３階建てのきれいな建

物になります。1 階と２階が生活介護、3 階にはグル

ープホームと短期入所と体験入所があります。みらい

ろ生活介護とグループホームが連携し安心して暮ら

せるよう支援しています。 

地域の防災訓練にも参加し地域に密着した運営を目

指しています。 

主に知的障害の方の利用が多いですが社会復帰を目

指す方もみえ、毎日通うところから始め、次のステッ

プへ繋げる支援も出来たらと考えています。 
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法人名： 名古屋ライトハウス      住所 ：〒455-0014               

事業所名：地域活動支援センター     名古屋市港区港楽 2-10-24         

 あちぇっとほーむ       電話番号 ：052-654-2600                

サービス種類：地域活動支援       FAX ：  052-654-8100          

 E-mail: accetto-home@nagoya-lighthouse.jp  

ＵＲＬ：http://www.lh-meiwaryou.com/page_sv04b.html 

公共交通機関：地下鉄港区役所駅徒歩 5 分               

開所日：月曜日~金曜日・第 2,4 土曜日                 

時 間：9：45～16：30                  

定 員：１日１９名     男女比：5：5        

利用者の主たる障害状況：身体・知的・精神・難病                

送迎：有り 対象区域：港区          

 

○ 基本方針・理念 

「自分を愛し他人を愛し自ら行動する」「福祉サービスの理想像を求めて常に前進する」 

「社会に開かれ生きることの喜びを知る環境を創る」 

人権尊重の理念のもと、その人らしい豊かな地域生活が送っていけるよう、ご本人のニ

ーズ・気持ちを大切にしながら、地域活動支援計画を共に立て、それに沿った支援をし

ます。 

 

○ 活動内容 

障がい者のデイサービスとして、パソコンや料理クラブ、手芸、音楽療法、体操、軽作

業などの講座や自由活動を開催し、社会参加やピア交流の場、やすらぎの場所、次への

ステップアップをかなえるための力添えをします。 

 

○ 事業所アピール 

講座等への参加を通して自己実現やスキルアップできたり、生活リズムを整えたり、人

との関わり・交流から社会との接点が増えたりと、生活の一助になれることを目指して

います。また、明和寮で作った給食の提供や港区内への送迎サービスも行っていますの

で、ご相談下さい。身体障害の方だけでなく、知的障害・精神障害・難病患者の方も利

用されています。現在、一日平均１６名程度の利用者が見えますが、午前中からの利用

希望者を募集中です。新しいカリキュラムも考案できます。「こんなことがやってみた

い」などご相談下さい。 

 

○ 関連事業 

・児童デイサービス わくわくキッズ（同一所在地で実施）、わくわくステップ 

・日々のくらし相談室 

・港区障害者基幹相談センター 

・明和寮（多機能型：就労継続Ｂ型、就労移行支援、生活介護） 

 



 

 （４０）- 

 

住所：〒455-0036名古屋市港区浜一丁目3番16号 

藤田ビル中2階                       

電話番号：０５２－６６１－０３９０       

FAX：０５２－６６１－０３９０         

Ｅ－ｍail：kamome@y7.dion.ne.jp         

ＵＲＬ：http://www.kamosuzu.npo-jp.net/  

公共交通機関：名港線築地駅 3番出口 徒歩1分 

開所日 ：月～金（祝・夏期・冬期休暇除く）   

時 間 ：9：00～16：00   

＊電話対応は9：00～17：00まで   

定 員 ：20名                

利用者の主たる障害状況 ： 精神         

職員数 ：4名                 

 

法人名 ：社会福祉法人名古屋ライトハウス 

特定非営利活動法人         

まちかどサポートセンター 

事業所名： 

地域活動支援センター     

かもめくらぶ   

サービス種類：精神障害者地域活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

○まちかどサポートセンター基本方針・理念 

障害者や生活上の不利益をもつ人々への支援は、個人の尊厳を尊重し、支えていくことが基本となり

ますが、それだけでは不充分です。私たちはそれらの人々を支えるとともに、地域社会の人たちの活

動と連携によるノーマライゼーションの実現を目指しています。そのために、以下の理念を掲げて活

動を行っていきます。 

１．個人の尊厳を最大限尊重すること。 

２．障害者や生活上の不利益をもつ人々が、その能力を充分に発揮できるように支援すること。 

３．地域社会のノーマライゼーションに寄与すること。 

 

○かもめくらぶの紹介 

 かもめくらぶは、港区障害者基幹相談支援センターと共同で運営（コンソーシア）しているⅠ型

地域活動支援センターです。主に、精神障害をお持ちの方が通所されており、仲間づくりや居場所

の提供を中心とした「生活支援」を行っています。 

■具体的な活動内容 

  午前・・・ゴム製品のバリ取り等の簡単な作業を行っています。 

  午後・・・室内カラオケ、将棋、UNO等のレクリエーションや、翌月のプログラム決め、お

悩み相談会、SST等のグループワークを行っています。月に数回イベントがあり、買い

物・散歩などの外出や、料理プログラムも開催しています。 

 手芸品も製作しており、月に数回、港区役所にて販売活動（みなとーり）も行っています。 

（第2・第4木曜日、第3金曜日、11：00～13：00） 

 また、障害について地域・関係機関の方々に知ってもらうために、普及啓発活動も行っています。

地域住民が参加できる食堂の開催、メンバーによる講師活動を通し、事業所以外の方とも交流を図

っています。 

 月に1度、港区保健センターにて開催されている一期くらぶ（生活指導教室）にも参加し、料理

作りや運動、レクリエーションへの参加をしています。 

■特徴 

  午前、午後ともにプログラムの参加は自由で、好きな時間に来所して、好きな時間に帰宅するこ

とができます。また、利用料はかからず、障害福祉サービス受給者証を発行する必要性もありませ

ん。 

■その他PR 

  Facebook,インスタグラム始めました。ぜひ気軽にアクセスしてください。 

（メンバー講師依頼、自主製品のご注文など承ります。） 

 

○ 関連事業 

港区障害基幹相談支援センター・NPOすずめくらぶ・GHまちかどのいえ 

mailto:kamome@y7.dion.ne.jp


（４１） 

法人名 ：社会福祉法人みなと福祉会    住所 ： 〒455-0884      

事業所名                 名古屋市港区七反野一丁目 1828 番地の 1                  

     あしたの家        電話番号 ：052-304-8620 

サービス種類 ：生活介護        FAX ： 052-304-8630 

Ｅ－ｍai：minatoasitanoie_0402＠yahoo.co.jp                

ＵＲＬ ：www.minato-fukushikai.org/  

公共交通機関：市バス「南陽中学校」より 

徒歩３分 

開所日 ：月曜日～金曜日、第２土曜日                 

時 間 ：９:３０～１５:３０            

定 員 ：３０ 名   男女比：特になし 

利用者の主たる障害状況：知的障害       

送迎無・有→ 対象区域：港区          

○ 基本方針・理念 

1. 障がいの種類、程度、年齢、性の違いをこえて、障害をもつ人の人間としての権利

が十全に保障されることを目指します。 

2. 障がいを持つ人が自らの力を生かして働き、豊かな文化を楽しめる生活の保障を目

指します。 

3. 障がい者、家族、職員、関係者がつねに学びあい向上しあえるよう、民主的な組織

運営を目指します。 

4. 障がいをもつ人々や家族の願いを実現するセンターとして、安定した法人運営を目

指します。 

5. 障がいをもつ人々や家族の願い、地域の福祉の要求にこたえるよう地域の人々と協

力し、住みやすい地域づくり、町づくりを目指します。 

○ 活動内容 

作業を中心に行いつつ、創作活動や療育活動などに取り組んでいます。 

作業内容は下請け作業（箸入れ）、アルミ缶の選別を行っています。 

※利用者の適正に考慮して、グループ分けを行い、作業等の取り組みを行っています。 

○ 事業所アピール 

・あしたの家は２０１８年４月に開所しました。障がいの重いかたでも「やりがい」「い

きがい」の感じられる日中活動を目指しています。 

また、地域に出ることも大切にしながら、日々楽しく過ごしています。 

   

 



（４２） 

法人名 ：社会福祉法人 ふれ愛名古屋   住所 ： 〒455-0008 名古屋市港区               

事業所名                       九番町四丁目 6 番の 1                   

重度障がい者生活介護 satsuki    電話番号 ： （052）661-2722               

サービス種類 ： 生活介護事業      FAX ： （052）661-1822             

 Ｅ－ｍail ：fureai.satsuki@gmail.com                

ＵＲＬ ：http://fureai-nagoya.jp/             

公共交通機関 ：地下鉄名港線       

「東海通駅」から徒歩 5 分             

開所日 ： 月～土（年末年始を除く）                 

時 間 ： 10:00～16:00                

定 員 ： 15 名     男女比：６：４       

利用者の主たる障害状況： 知的障害 身体障害               

送迎 対象区域：港区中心、応相談      

○ 基本方針・理念 

「重症児者の笑顔と未来を創る」 

どんなに重い障がいがあっても  

地域の中で一人暮らしができるように必要なサービス   

必要な居場所を創り人財を育てます   

利用児者が笑顔で安全に健康で過ごせるように  

ともに考え  ともに歩み  ともに創っていきます  

 

〇活動内容 

 ＜日常生活支援＞ 

・ 食事：その方の障害状況に合わせた形態で提供しています。 

・ 送迎：希望により当事業所車両によるドア to ドアの送迎を行います。 

（車両・人手の状況によりご希望に添えない場合もあります） 

・ 排泄：トイレ誘導、おむつ交換、導尿等を行います。 その他、必要な介助を行い

ます。 

＜レクリエーション等の活動＞ 

・ パン作り、調理実習、音楽療法、季節の創作、ボッチャ、散歩、運動会、クリスマ

ス会 

ハロウィン仮装、忘年会、新年会、外出活動、防災訓練などを行っています 

 

○ 事業所アピール 

 学校を卒業し守られていた家族の環境から少しづつ社会生活へと移行して

いきます。その時に備えてご家族やご本人と話し合い、希望した社会生活、

地域生活が実現できるよう一人ひとりにあった支援計画をたて、ご本人の好

きなこと、実現したいこと、自立の促進、身体機能の維持向上などを目的と

して支援にあたっています。重度の医療的ケアが必要な方が利用されている

ため、介護職、医療職をはじめマンツーマンでの手厚い支援とゆったりとし

た日中活動を送っています。  

 

○ 関連事業 

  重症児デイサービス、居宅介護、移動支援、短期入所（ショートステイ） 

 



（４３） 

法人名 ： NPO 法人愛実の会      住所 ： 〒455-0021           

事業所名                     名古屋市港区木場町 9-24     

    障がい者デイセンター愛実   電話番号 ： 052-693-5897        

サービス種類 ： 生活介護事業    FAX ：   052-691-7889        

Ｅ－ｍail ： info@aminokai.com     

ＵＲＬ ：  http://www.aminokai.com   

公共交通機関 ：市バス「南陽通 6 丁目」停   

●          より徒歩 4分       

開所日 ：月曜日から土曜日まで                

時 間 ：9：30～15：30(生活介護開所時間)                

定 員 ：20名/日  男女比：男 14：女 16   

利用者の主たる障害状況： 身体・知的               

送迎無・有→ 対象区域：港区・熱田区・南区・緑区・瑞穂区・昭和区・中川区  

○ 基本方針・理念 

  愛実の会は、メンバーの中にある輝く個性に導かれながら、彼らの存在を社会に紹介

し、すべての人が生きやすい社会を作っていく。 

  この同士として利用者をメンバーと呼ぶ。メンバーの地域生活を援助するという理念

から、職員をアシスタントと呼ぶ。 

  以下の項目を目標として、メンバーとアシスタント、メンバー同士、アシスタント同

士、愛実の会と社会、それぞれの間にある垣根を取り払い、共に助け合い、共に歩み、

共に認め合うことを目指す。 

１．個性の尊重 お互いの個性を尊重し、助け合い、共に成長する場をつくる。 

２．コミュニケーション

の重視 

相互に信頼し合える人間関係を築くためにコミュニケーション

を大切にする。 

３．メンバーの生活支援 メンバーの必要に応じて、社会資源を活用しながら、一生涯支え

ていくことを目指す。 

４．地域とのかかわり 地域に根ざすために、出会いを大切にし、開かれた場をつくる。 

 

○ 活動内容 

重度の障がいを抱えるメンバーの日中活動支援を行っています。 

メンバーの思いが生かされるケアの実践を目指し、マンツーマンに近い状態でケアを

行うことを原則としています。 

重度の障がいを抱えるメンバーが演じる人形劇活動や、より障がいの重い方を対象に

音楽活動や創作活動などを行い、毎日を明るく活発に過ごしています。 

 

○ 事業所アピール 

重い障がいを抱えていても、みなさん活発に楽しく活動されています。是非見学にお越

しください！ 

 

http://www.aminokai.com/


生活介護 

 （４４） 

法人名 ：(福)名古屋ライトハウス      住所 ： 〒455-0831                           

事業所名                       名古屋市港区十一屋 1-70-5                  

    明和寮（ぷちとまと）    電話番号 ：052-383-8830                             

サービス種類 ：生活介護事業       FAX   ：052－383-4532                             

Ｅ－ｍail：petit-tomato@nagoya-lighthouse.jp          

ＵＲＬ：http://www.lh-meiwaryou.com/page_sv04a.html             

公共交通機関：あおなみ線「稲永」徒歩１０分           

        市バス「一州町」徒歩８分                

開所日 ：月～金（祝日、年末年始、お盆を除く）        

時 間 ： 9:30～15:30                         

定 員 ： 12 名   男女比： 約 5：5               

利用者の主たる障害状況：身体障害、知的障害              

職員数 ： 8 名                 

送迎：有り 対象区域：港区（事業所から半径 5 ㎞以内）                   

○ 基本方針・理念 

「楽しい時間」・「小さな充実」・「自分の居場所」・「くつろげる空間」を提供したい。 

さらに利用者の選択・意思決定を重視して、「社会との窓」になりたいと願っています。 

 

○ 活動内容 

＜日常生活支援＞ 

・ 昼食：できる限り、その方の障害状況に合わせた形態で提供で

きるよう相談に応じます。食事介助も行います。 

・ 入浴：設備の制約はありますが、可能な範囲で相談に応じます。 

・ 排泄：介助、おむつ交換等行います。 

・ その他、必要な介助を行います。 

 

＜レクリエーション等の活動＞ 

・ タブレット、DVD 鑑賞、カードゲーム、卓上ゲーム、ボッチ

ャ、風船遊び、ビンゴゲーム、散歩等を行っています。 

・ レクリエーションへの参加や、過ごし方は自由です。マイペースで過ごせます。 

 

○ 事業所アピール 

・ 年齢もさまざま、障害程度もさまざまな方にご利用いただいています。その方ができる

こと、やってみたいことに、個別に取り組んでいただけます。 

・ アットホームな雰囲気です。気軽にご利用下さい。見学も大歓迎です！ 

・ 外出行事も行います。（名古屋港水族館、なばなの里、等） 

 

○ 関連事業 

・ 就労継続支援事業Ｂ型、就労移行支援事業、など 

 

 

 

 

mailto:petit-tomato@nagoya-lighthouse.jp
http://www.lh-meiwaryou.com/page_sv04a.html


（４５） 

法人名 ：合同会社センゴク       住所 ： 〒 455-0882           

事業所名                  名古屋市港区小賀須2丁目112番地の1 

   デイサービス心温         電話番号 ： 052-304-7278            

サービス種類 ：基準該当生活介護    FAX ：   052-304-7279               

 Ｅ－ｍail：day.service.kokoron@gmail.com 

ＵＲＬ ：                  

公共交通機関：日の出橋（バス停）徒歩 3 分             

開所日 ：   月～金              

時 間 ：   9：00～16：30              

定 員 ：  18 名    男女比：       

利用者の主たる障害状況：                

送迎無・有→ 対象区域：  港区、中川区        

 

○ 基本方針・理念 

ご利用者様が可能な限り自立した日常生活を送ることができるようご利用者様の選択に

応じて、「デイサービス心温」への通いを中心として、ご利用者様のご自宅への訪問を組

み合わせることにより、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機

能訓練を行います 

 

○ 活動内容 

リハビリ 

映画鑑賞 

カラオケ 

麻雀、オセロなどのボードゲーム 

散歩 

バーベキュー 

夏祭り、クリスマス会等 

 

○ 事業所アピール 

生活介護事業所「デイサービス心温(こころん)」です。 

2018 年 7月に新築し、明るく開放的な空間でのびのびと活動でき、各種トレーニング

マシンや、入浴用シャワーチェアなど設備が整っています。 

毎日の食事は手作りの温かいものを準備してます。アットホームな環境で身体機能や生

活能力の向上のために必要な援助を受けられます。 

 

○ 関連事業 

同事業所内に「訪問介護事業所チャムケアサービス」と「相談支援事業所つむぎ」も併

設しています。お気軽にお問合わせください。 

 

mailto:day.service.kokoron@gmail.com


 

（４６） 

法人名 ： カルミア株式会社     住所 ：〒455-0072             

事業所名                 名古屋市港区須成町 3丁目 17 番地の 2                  

  デイサービスセンター咲花港      電話番号 ：052-651-1834            

サービス種類 ： 生活介護       FAX ：052-651-1835             

 Ｅ－ｍail ：inato-day@kalmia-fukushi.com                

ＵＲＬ ：                  

公共交通機関 ：あおなみ線ナゴヤ競馬場よ 

り徒歩１６分       

開所日 ：平日（祝日、GW、盆は営業）                 

時 間 ：9：30～16：40                 

定 員 ：20 名    男女比：1：9       

利用者の主たる障害状況： 知的障害、自閉症   

送迎 有→ 対象区域：（当地、港北、港明、東港中地区）中川区（昭和橋、高杉中地区）          

 

○ 基本方針・理念 

基本方針：「あなたに会えてよかった」と思われる事業所を目指します。 

理念：・利用者様第一のサービスを心がけます。 

   ・共に働くスタッフを大切にします。 

   ・地域社会に貢献します。 

 

 

○ 活動内容 

日帰りにて食事、入浴（個浴、機会寝浴）、運動、レクリエーション、外出レク各種サービ

スを行っています。 

 

 

○ 事業所アピール 

デイサービスセンター咲花港では個別ケアを大切にし、一人一人に合った援助やリハビリ

を提供します。ご希望のサービス内容等ございましたらお気軽にご相談下さい。また季節

のイベントも行っております。 

 

 

○ 関連事業 

 

 

 

 

 

  

 



（４７） 

法人名 ：（株） エヌエス       住所 ： 〒 ４５５－０８８６               

事業所名                    名古屋市港区東蟹田１００１番                  

 デイサービス  なごみの里      電話番号 ：（０５２）３０２－５７７７                

サービス種類 ：基準該当生活介護    FAX ：（０５２）３０２－５７７７              

Ｅ－ｍail ：nagomi@mediacat.ne.jp                

ＵＲＬ ：                  

公共交通機関 ：市営バス「蟹田」下車    

        徒歩 １０分            

開所日 ： ２００６年７月３日                 

時 間 ： ９：30～１６：40                 

定 員 ： ３０名   男女比： １：４       

利用者の主たる障害状況： 身体障害・知的障害               

職員数 ：  １４名            

送迎：有り 対象区域：港区、中川区（要相談）    

 

○ 基本方針・理念 

御利用者様の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が

できるよう必要な日常生活上の世話及び、機能訓練の援助を行い、御利用者様の社会的孤

立感の解消及び心身機能の維持並びに御利用者様の御家族の心身の負担の軽減を図る。 

 

○ 活動内容 

・ バイタルチェック … 健康状態の把握を行います。 

・ 入浴 … 一般浴は三重県・新美里温泉直送の湯です。（機械浴もあります。） 

・ 食事 … 自家製の米・野菜を使用した手づくりのお食事です。 

・ 体操 … 毎週違った体操を取り入れ体を動かして頂いております。 

・ レクリエーション … 体を使ったゲームや頭を使うもの、テーブルゲームなどを取り 

             入れ楽しんで頂けるよう工夫しております。 

 

○ 事業所アピール 

 御利用者様の年齢も様々で、にぎやかでアットホームなデイサービスです。 

 日々の基本的な活動（上記）以外にも様々なイベントを企画し、楽しんで頂けるように  

 スタッフ一同頑張っています。 

 

○ 関連事業 

 介護保険法による通所介護、介護予防通所介護事業 

 

 



（４８） 

法人名 ：株式会社ゆうおん       住所 ： 〒455-0801 

事業所名                    名古屋市港区小碓一丁目８９番地  

 デイサービスゆうおん         電話番号 ： 052-655-5901 

サービス種類 ： 生活介護       FAX ：   052-655-5902  

 Ｅ－ｍail ： info@yuuon.com  

ＵＲＬ ：http//www.yuuon.com                  

公共交通機関 ：市バス 中島橋徒歩７分

     あおなみ線 中島駅 徒歩１０分   

開所日 ： 2014年 10 月 1 日  

時 間 ： 9：30～16：40  

定 員 ：28 名   男女比：5：5  

利用者の主たる障害状況 ： 

送迎無・有→ 対象区域：名古屋市港区  

 

○ 基本方針・理念 

優しく穏やかに 

人としての魅力を磨き、人格の陶冶に努める 

人に学び、人に対して気持ち良く、人を大切にする心を常にもつ 

利用者様をはじめ、地域社会に喜ばれる人材となる事を目指す 

○ 活動内容 

入浴希望の利用者様が多く、介助にて清潔が保てる様支援しています。 

日々の生活の中で行っている家事等をスタッフと共に行って頂く。 

希望されるレクリエーション、塗り絵、カラオケ、ゲーム等行う。 

○ 事業所アピール 

利用者様一人ひとりにご満足頂き、楽しく穏やかな時間を過ごして頂ける様、又アット

ホームな居心地の良い空間作りを行っています。 

季節感たっぷりの行事！大イベントとして 

春：バス旅行やバーベキュー 

夏：本格的スタッフ手作りの夏祭 

冬：クリスマス会ビンゴゲームで利用者様もスタッフも大盛り上がりです。 

ハロウィンはスタッフ全員が仮装、送迎も仮装のままなんて事もあります。 

その他施設内では月に一回お刺身やお寿司を、魚友の社長を迎え目の前でさばいて振る

舞って下さいます。 

子供と一緒に出勤して来るママやパパスタッフ！子供達がちびっ子スタッフとして大

活躍中です。 

○ 関連事業 

ケアサポートゆうおん（居宅支援事業所） 

ケアサービスゆうおん（訪問介護・居宅介護） 

 

 



（４９） 

法人名 ：アサヒサンクリーン株式会社   住所 ：〒455-0023            

事業所名                    名古屋市港区東築地町 13-6               

    ラ・プラスデイサービスセンター竜宮   電話番号 ：052-698-3725                

サービス種類 ：基準該当生活介護        FAX ：052-698-3726              

 Ｅ－ｍail ：ryugu@asahi-sun-clean.co.jp                

ＵＲＬ ：                  

公共交通機関 ：              

開所日 ： 2001年                 

時 間 ： 9：15～16：25                 

定 員 ： 40名    男女比：1：2       

利用者の主たる障害状況：身体障害、知的障害        

 

送迎無・有→ 対象区域：港区、南区、熱田区、瑞穂区  

 

○ 基本方針・理念 

お客様の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活又は社内生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活の支援及び創作活

動又は生産活動の機会を提供を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復を図り、も

ってお客様の生活機能の維持・向上を目指すものとします。 

 

○ 活動内容 

入浴、創作活動、機能訓練、レクリエーション 

 

 

○ 事業所アピール 

2001 年から介護保険での通所介護での開所でスタートしておりますが、ご高齢の方も障

害を持っている方も温かい雰囲気で過ごして頂けるよう日々取り組んでおります。 

入浴も、3～4 名入れる大浴槽、一人でゆったり入れる個浴浴槽、浴槽が跨げない方の為の

ミストシャワー浴、リフト浴とお一人お一人に合わせて対応しております。 

創作活動などのレクリエーションでも、折り紙、工作、塗り絵、習字など用意しておりま

すので、興味があるものに取り組んで頂けます。 

機能訓練では運動器具や歩行訓練などその方のニーズに合わせて実施させて頂きます。 

 

 

○ 関連事業 

・訪問入浴 ・居宅介護支援 ・ショートステイ ・福祉用具 

・介護付き有料老人ホーム など 

 

 

 



 

（５０） 

 

◆ 特定求職者雇用開発助成金（特開金）とは？ 

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、労働者として雇い入れる事業

主に対して、助成金が支給されます。  

～申請までの大まかな流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考・引用 厚生労働省 HP 

～Ｑ＆Ａ～ 

Ｑ：対象となる労働者の年齢は？ 

Ａ：雇い入れ日現在の満年齢が６５歳未満の者が対象です。 

Ｑ：対象となる障害は？ 

Ａ：身体、知的、精神が対象です。 

＊助成金の受給に当たっては、このほか、各種要件があります。 詳細につきましては、厚生労働省ＨＰの特定求職

者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）をご覧頂くか、あいち雇用助成室へお問い合わせください。 

■あいち雇用助成室 名古屋市中区錦 2-14-25伏見庁舎ヤマイチビル 11階 052-219-5518 

◆ 障害者差別について 

差別を見かけたり、差別かなと感じたら・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      参考・引用 障害者差別解消法パンフレット 

■相談先 名古屋市障害者差別相談センター 052-856-8181 
  

① ハローワーク等からの紹介 

③ 助成金の第一期支給申請 

② 対象者の雇入れ 

④ 支給申請書の内容の調査・確認 

⑤ 支給・不支給決定（申請事業主に通知書送付）

 

 

 

⑥ 助成金の支給 

 

 



（５１） 

 

◆ 障害者虐待について 

施設での虐待を見かけたり、虐待かなと悩んだら・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考・引用 名古屋市社会福祉協議会 障害者虐待相談センターHP 

 

虐待の相談・通報連絡先 

区役所・保健センター 

■身体・知的障害→港区役所 障害福祉係 052-654-9718 

■精神障害→港保健センター 052-651-6509 

 

基幹相談センター・虐待相談センター 

■港区障害者基幹相談支援センター 052-653-2801 

■名古屋市障害者虐待相談センター 052-856-3003 

 

名古屋市役所障害者支援課 

■名古屋市健康福祉局障害者支援課指導係 052-972-3967 

 
 



（５２） 

 

福祉サービス利用までの流れ 

■移行支援／A型／B型／生活介護の場合・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動支援センターの場合・・・ 

 

 

 

 

 

相談・申請 
・市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。 
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。 

認定調査 
・市区町村の認定調査員と面接します。 
・全国共通の質問票により、心身の状況に関する１０６項目と概況の調査が行われます。 

サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出 
・市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。 
・サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業が作成しますが、申請者自身による作成も
可能です。 

支給決定 
・市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案など
を踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。 

サービス等利用計画の作成 
・決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申
請者自身による作成も可能です。 

サービスの利用計画 
・申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。 
・サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じ
て見直しを行います。 

Ａ型利用の場合 移行支援・B型・生活介護利用の場合 

ハローワークにて希望する事業
所の求人に申し込み 

直接事業所へ電話 
もしくは担当の計画相談支援専
門員を通じて希望する事業所に

申し込み 

直接電話等にて希望する事業所に申し込み 

相談・申請 
・市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。 
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：女子会メンバー一同 
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〒４５５－００１５ 

名古屋市港区港栄１－１－２２ 港栄店舗１０４号 

電話 ０５２－６５３－２８０１ 

FAX ０５２－６５１－７４７７ 

この度のガイドブックの作成にあたり、関係機関並びに関係事業所の皆様にはご協力賜りました

こと、誠にありがとうございました。 


